
 
                    

Press Release  
 

厚生労働省愛知労働局 

 

 

 

報道関係者 各位 

 

 

 

 

「東海ブロックの雇用動向（平成 30 年 10～12 月四半期分）」について 

～東海ブロックの雇用情勢をとりまとめ～ 

 

 愛知労働局では、東海ブロック※１の雇用情勢をまとめた「東海ブロックの雇用動向

（平成 30 年 10～12 月四半期分）」を別添のとおり作成しました。これは平成 31 年 2

月 5 日に開催された第 11 回主要労働局長会議※２の結果を取りまとめたものです。 

雇用情勢については各労働局で毎月公表しておりますが、労働行政へのニーズの高

まりに対応し、東海ブロックの雇用情勢についても、「雇用動向におけるトピック」、

「企業の生の声」※３及び「担当窓口の声」※４などを加えて四半期ごとに取りまとめて

いるものです。 

  
※１ 東海ブロックを構成する都道府県 

岐阜、静岡、愛知、三重 

 

※２ 主要労働局長会議とは、厚生労働省がおおむね四半期に一度、全国の主要な労働局

（北海道、宮城、埼玉、東京、新潟、愛知、大阪、広島、香川、福岡）の局長を集め、

各ブロックの雇用情勢等について議論する会議です。 

 

※３ 「企業の生の声」： 事業所へのヒアリング等で聞かれた企業の声の中で、地域の

雇用動向に関わるものや特徴的な声を集めたものです。 

 

※４ 「担当窓口の声」： 各回に設定されたテーマに沿って、ハローワーク等の担当が

窓口を通じて感じた声を集めたものです。今回は労働基準監督

署の「安全衛生部門担当者の声」です。 

 

 別添 「東海ブロックの雇用動向（平成 30 年 10～12 月四半期分）」 
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※ 雇用保険被保険者数については、一般、高年齢、特例被保険者の合計値。雇用保険受給者実人員については、一般被保
険者の数値である。
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【平成30年10－12月期の雇用情勢判断】
「雇用情勢は、改善が進んでいる」（判断維持）

○ 雇用情勢判断に大きな影響を与えたトピック及び今後与えることが予想されるもの
・特段のトピックはなし。

○ 求人の動向や雇用保険の得喪状況等からみられる産業別の雇用動向等、特筆すべき事項
・東海ブロックにおける10～12月の新規求人数は全産業で前年同期比１.０％増（原数値、以下同じ）。
基幹産業である「製造業」の10～12月期の新規求人数は、前年同期比５.４％増となり底堅い動きとなっ
ている。うち「輸送用機械器具製造業」では９．８％増で求人意欲は旺盛である。
・東海ブロックにおける10～12月の雇用保険被保険者数は全産業で前年同期比１.５％増。
「サービス業」で５．９％増、「医療，福祉」で２．８％増、「建設業」で１．７％増と全産業を上回って増加し
ており、人手不足産業における被保険者増加が顕著となっている。

雇用動向におけるトピック

★ ＩＴに関連して社員に求める能力について
テーマ① 高年齢者の社員について、求めるITの能力はどのようなものか（年齢ごとに求めら

れる能力は異なるのか）。
回答企業数（東海４局の合計） １５３
・年齢に関係なく、社員に求められるＩＴ能力は同じと回答 ４８（３１．４％）
・高年齢者にはＩＴ能力は特に求めないと回答 １９（１２．４％）
・年齢ではなく職種・部署によって異なると回答 ２２（１４．４％）
・高年齢者に求めるＩＴ能力を具体的に回答 ９８（６４．１％）

（※１社で複数の回答内容が含まれることがあるため、回答数の合計と回答企業数は
一致しない。）

【一般貨物自動車運送業】
当社ではハンディターミナルを使用した業務が主流のため伝票の入力業務に対応できることが必須
である。

【一般貨物自動車運送業 】
ドライブレコｰダー・デジタルタコグラフを導入しているので最低限の基本操作は覚えてほしい。

【通信機械器具製造業】
社内で横断的に教育を実施する場合、近年はＷｅｂ形式でＰＣを見ながら情報を身につけていただく
方法をとるため「指定されたシステムにログインする」「キーボードを操作し文章を入力する」といった
水準の基本操作をすることが求められる。

【一般産業用機械製造業】
高年齢者については、どちらかと言えば「経験」や「技術」を業務に活かしてもらうほか、若い従業員
に継承させることが重要と考えているので、業務におけるIT能力は、自社としては特段求めていない。

【 IT関連テーマ】
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テーマ① 高年齢者の社員について、求めるITの能力はどのようなものか（年齢ごとに求めら
れる能力は異なるのか）。（つづき）

【自動車・同附属品製造業】
メール送信やエクセル、ワード、パワーポイントを使い簡単な資料を作成できるスキルは必要。

テーマ② 社内のあらゆる業務において、ITの能力は必要とされているのか。
回答企業数（東海４局の合計） １６２
・必ずしも必要でないと回答 ２５（１５．４％）
・業務、部署によって必要と回答 ５６（３４．６％）
・全般に必要と回答 ７７（４７．５％）
（※必要か否か未回答や１社で複数の回答内容が含まれることがあるため、回答数
の合計と回答企業数は一致しない。）

【発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業】
事務系だけに関わらず、生産現場でも日常的に組立時の使用部材や在庫状況などの記録、集計等
の入力が必要。

【食料品製造業】
生産性を向上する為にもパソコン操作は必要なスキル。ただし、各店舗のパートタイマーでも簡単に
操作出来るように、当社管理部内のシステム運用部門にて使い易いシステムを構築している。

【食料・飲料卸売業】
社内では、サイボウズを使用しており、会議、稟議書等、すべてにおいて使用が前提となる為、使い
こなせなければ、業務に支障が出ることになる。

【金属加工機械製造業】
総務、機械オペレーター、品質管理、材料・商品・部品等入出荷は、パソコンの使用なくしては出来な
い。ＩＴ不要作業は組立、塗装、片付け、清掃など限られてきている。

【プロパンガス小売業】
現場における設備写真の転送共有化、顧客情報をデータ化しているため、営業、現場、事務等の職
種に関わらず、連動しているため操作能力は必要。

【介護福祉事業】
事務担当者に限らず介護職員であっても保険請求などでデーター入力等のパソコンの操作能力は求
められる。また、慢性的な人手不足職種であり、ＩＴ機器を使った業務簡素化にも取り組んでいる。（例え
ば施設内での業務連絡は全てタブレット画面で操作する等）

【電子部品・デバイス・電子回路製造業】
各部署とも構内ＬＡＮでネットワークされており、業務上一定の能力は必要である。生産設備について
もコンピューター管理しているのでＩＴ能力は必要である。

【 IT関連テーマ】
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テーマ③ 業務上必要なＩＴに関する能力はどの程度（どのような技術分野・ソフト等）
を求めているのか。
また、その求める能力を習得するために、企業としてどのような人材育成に取

り組んでいるか。

【電気機器製造業】
組立等の流れ作業であっても、パソコンにより完成数や部品の在庫数を把握するために社内独自の
ソフトを使用しており、必要な知識は、各部門においてＯＪＴにより習得。

【一般産業用機械・装置製造業】
文書作成（word系）（excel系）は必要。その他プレゼンテーション（PowerPoint系）があればなお良い。
ＯＪＴでのソフト操作の習得。勉強会等の実施。

【老人福祉・介護事業】
社内にある記録物や情報共有ツールとしてクラウド上の社内メールを活用している。

役職職員になった場合の技術、知識については各事業所ごとに指導している。

【タクシー事業】
タクシー配車スタッフは、インターネット予約や配車アプリを活用して営業車に無線連絡をしたり、電話
予約受電時も専用システムで近くにいるタクシーを検索しデータ発信したりするなどコンピューターを多
用した迅速な操作が求められる。専用システムの使い方は教育するが、ソフトの立ち上げや入力など
の基本操作ができることが前提となる。

【輸送用機械器具製造業（航空機部品加工）】
今後、働き方改革や業務効率化に伴い、ＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメーション：ロボットによ
る自動化）を導入する。
社内において、ＲＰＡプログラマーが必要になると考え、画像分析や技術データ、見積データ等の社内
データを利用し、ＡＩで作業することとなる。
今後、システムの導入や製品開発にもＡＩを活用していく。機械製造メーカーから講師を招き、グルー
ブ企業内において勉強会を開催している。

【洋食器・刃物等金物類製造業】
業務上、Excelを利用することが多いので、各部門に最低1人はマクロ(VBA)を使ってExcelを自動化す
るスキルを身に付けさせています。社内では「ITリーダー」と称し、情報システム部門が主体となってそ
の育成にあたっています。育成方法として、まず外部にて研修を受講させ、実際のマクロ(VBAのプログ
ラム開発)を組み、情報システム部門が指導しながら作成しています。

【専門サービス業】
安全試験や評価を行い資格認証（ＩＳＯ基準）を行うための資格取得や経験取得には最低４～５年か
かる。実際には入社後に習得する技術も多いが、その下地として大学や高校での電気等の専門知識
が必須となる。
外資系企業であり、海外拠点の外国人エンジニアとの技術交流やディスカッションを行うことも多く、ＩＴ
能力と合わせ英語力も必要となるため、人材育成に向けた研修等は充実している。また、従業員のス
キルアップとして、上司による面談を年数回実施し、今後のキャリアプランの作成など能力に応じた人
材育成も実施している。

【 IT関連テーマ】
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テーマ④ 情報セキュリティに関して、社員に求めるＩＴ能力はどのようなものか。また、よ
り高度な情報セキュリティ技術・知識が求められる中、研修を含めてどのように人材
育成を行っているか。

【食料品製造業】
社内システムを利用するのみであれば、特段高度な情報セキュリティ技術・知識は特に必要としない。
セキュリティ対策や操作時のトラブルシューティングは、管理部内のシステム運用部門が社内システム
のプログラム変更あるいは遠隔操作により、最新版へのウイルスソフトの更新や社内プログラムのパ
スワードの変更等実施済みの案内・不審な外部メールに関する情報提供等注意喚起の連絡等、一切
の対応を集約化している。当該部門については、より高度な情報セキュリティ技術・知識を得るべく、当
社にパソコンシステムを納入する事業者からの紹介もあり、常に最新のセミナーを受講する環境を整え
ている。

【金属線製品製造業】
中小企業は情報セキュリティーについては、十分な対策が取られておらず、簡単なウィルスソフトを使
用している所が多い。情報管理や技術、知識の研修は、一部の事業所が行っているのみで少ないと思
われる。

【土木建築サービス業】
メール送信時にはパスワードをかけて保護をするようにしている。各ＰＣにはセキュリティーソフトを入
れている。サーバーにもセキュリティー機能があり、個々人で管理するのではなく、会社全体で対処し
ているので、個人での対応や知識はほぼ不要。

【輸送用機械器具製造業】
情報セキュリティは、社内で規定する情報セキュリティ標準を確実に遵守するという能力を求めている。
会社全体で情報セキュリティ意識を向上させるため情報セキュリティ管理体制を作り、各部門にて情報
セキュリティを推進する者を選任、また、情報セキュリティを理解するために年１回集合教育として研修
を実施することで人材の育成を図っている。
会社の情報セキュリティを管理・推進する立場では、最新のセキュリティ動向の調査や外部研修を通じ
て最新技術・知識の習得を図っている。

【 IT関連テーマ】
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★ 高年齢労働者の安全衛生等について

テーマ①高年齢労働者の労働災害事例

・更衣室での着替え時によろけて転倒や通路の小さな段差の躓き転倒して骨折する。
・中腰状態での作業で腰痛が発生する。
・低い位置（トラックの荷台や運転席）から飛び降りて骨折する。

テーマ②高年齢労働者への安全衛生上の配慮事例

・高年齢労働者が自分の体力がどの程度か理解出来るように年1回、専用ソフト（市販の高齢者向
け健康補助ソフト てんとう虫テスト）を使用して体力測定を実施している。この体力測定で現在の
体力年齢や転倒危険度が判定され、お薦め運動例が示されるので体力増進に活用している。
・フォークリフトにリミッターを取り付け、低速走行しか出来ないように改良し、後方視界を確保するた
めに広角ミラーを取り付けた。
・機械ごとに作業面の高さ等が異なり、踏み台等で対応していたが上下移動が身体の負担や転倒
のリスクであったため、作業面を統一した。通路はできるだけ段差をなくし、また、階段には手すり
を設置している。
・定年後に再雇用を希望する労働者から、安全衛生上の配慮を希望する事項を聴取し、改善できる
ものは改善した。
・現場のモニターの文字を大きくし、また、作業のラインのスピードを遅くした。

テーマ③高年齢労働者の雇用を進めるための必要な安全衛生上の配慮事項（意見・提案）

・老化による身体機能の低下を補うことが不可欠であり、かつ、視覚・聴力の低下に係る事項も含め
た対策が必要と思われる。見やすい表示、５Sの徹底等の基本的な事項が大切である。また、作
業の機械化やIT化に取り組む企業への補助も必要と思われる。
・クレーンやフォークリフト等を含め、AIを活用した誤操作防止装置の設置が必要と思われる。

【安全衛生関連テーマ】
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担当窓口の声

★ 安全衛生に関する申請・届出について

テーマ①現行の電子申請の処理に当たって負担・不便となっていること。

・ウインドウの目立つ位置に電子申請メニューを配置しなければ、電子申請受付が届出されている
か気付きにくい。
・電話で電子申請にかかる操作方法の問い合わせがあった場合、署担当者が申請画面を確認する
ことができないため、適切に応答できない。
・計画届の申請は、添付資料が多いため容量が大きくなり、システム上で添付できない場合が大半
を占める。その場合、紙媒体書類を別途提出することになるが、署の事務処理がより煩雑となる。
・申請内容に必要事項が記載されていない場合、自動的に不受理となる不備返戻システムが構築
されていないため、申請者あての取り下げ処理に時間を費やす。
・アルゴリズム表示（政府機関の情報システムで使用される暗号による電子署名）だけでは、どの申
請者からの署名か判別できない。
・ｅ－Ｇｏｖ（以下、「イーガブ」と記載。＝電子申請による行政手続システムの総称）の記載と実際の
基準システム処理上の可否について相違があり、申請者がイーガブの記載に従って申請しても、
適切な処理がされないケースがみられる。（少なくとも労働者死傷病報告の略図を添付する場
合の拡張子は、イーガブの説明と違っている。）

テーマ②現行の電子申請で事業者が苦労していること、工夫していること。

・申請者側が各種届出を提出する際に、「署の受付印」が欲しいという申請者の求めがあるが、現行
の電子申請では、これに対応できない。

テーマ③システムの向上で電子申請が増加すると見込まれる申請・届出名称とその理由等

・健康診断結果及び各種選任報告は、添付資料が不要若しくは数枚で申請可能であり、更に定
期的な報告が必要であることから増加が見込まれる。
・計画の届出については、申請が容易になれば提出頻度の高い大手事業場からの申請が増加する
可能性がある。

【安全衛生関連テーマ】


